
　第７期中頓別町総合計画 前期実施計画登載事業一覧（２０１２～２０１６） (単位：千円)

実施内容 最重要等 Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

第2章 産業振興・地域経済の活性化と社会資本の整備

第1節 農林業を基本に据えた活力ある産業の創造

第1項 農業の振興と
農村環境の
整備

畜産担い手育成総合整
備事業

産業建設課
産業グループ

 飼料基盤の整備、集約的な施設の整備を行い、飼
料基盤に立脚した規模拡大及び生産コストの提言に
努め、持続的な畜産経営の確保育成に資する。前事
業（畜産担い手育成総合整備事業）は、平成23年度
に完了し、新たに飼料基盤等の整備を継続するもの
です。

実施地区申請・承認
計画書策定
事業実施

申請
策定

実施
（30年度完
了）

0 0 0 8,640 74,795

草地生産力向上支援特
別対策事業

産業建設課
産業グループ

自給飼料の増産を通じて輸入濃厚飼料価格に左右
されない足腰の強い酪農経営を図るため、畜産担い
手育成総合整備事業の農家負担軽減をするもので
す。
町が農家負担軽減のため草地整備に対して10％助
成することにより道から10％補助される。

補助金交付申請事務 実施 2,300 3,500

小規模土地改良事業 産業建設課
産業グループ

融雪や降雨等による農業用施設の被災の復旧や施
設の老朽化等による補修が必要な場合、単費事業
（維持補修）で対応できない小規模な個所を整備す
る。

横断トラフの改修　Ｌ＝12ｍ 実施 1,200

中山間地域等直接支払
交付金交付事業

産業建設課
産業グループ

 中山間地域等における適切な農業生産活動が継続
的に行われるよう農業の生産条件に関する不利を補
正するための支援を行うこと等により、多面的機能の
確保を図るための施策を講ずる。
　農業者が現在耕作している農地の面積に応じて、
農業者が主体となり組織された中山間地域等直接支
払制度推進協議会に対して、国費・道費・町費より交
付金を交付する。（1.2円/㎡）
　対策期間：平成27年度～平成31年度

交付対象面積　27,097,912㎡
補助金交付申請事務 年1回

32,679 32,640 32,640 32,049 32,049

多面的機能支払交付金
事業

産業建設課
産業グループ

農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図る
ため地域の共同活動に支援を行い、農用地、水路、
農道等の地域資源の保全管理を行うものです。
農業者が現在耕作している草地・畑の面積に応じ
て、農業者が主体となり組織された推進協議会に対
して、国費・道費・町費より交付金を交付する。

交付対象面積　27,025,615㎡
補助金交付申請事務及び現地確認

随時 3,910 3,910

第3章 保健医療福祉の充実と安全安心な暮らしの保障

第1節 誰もが健康で安心して暮らすことができる保健・医療・福祉の充実

第4項 健康づくりの
推進

不妊治療費助成事業 保健福祉課 一般不妊治療（医療保険適用治療も含む。）及び特
定不妊治療に要する費用を助成することにより、不妊
治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減と少子化対
策の推進を図ることを目的とする。

一般不妊治療（医療保険適用治療も
含む。）及び特定不妊治療に要する費
用の一部助成

助成 900 900

第5項 地域医療の
充実

看護師住宅建設事業 国保病院 看護師の安定的な確保を図ることから、看護師住宅
の建設を行う。

看護師住宅建設 重要 建設 56,200

リハビリ施設整備事業 国保病院 住民により良い医療サービスを提供するため、リハビ
リ施設を増設し、理学療法を提供する。

リハビリ施設の整備（増設） 重要 建設 40,000

第2節 安全な町民生活を支える体制、対策の確立

第1項 防災・消防・
救急

消防車両・資機材整備
維持管理業務

南宗谷消防
組合中頓別
支署

　出動に備え、常に最善の能力を発揮できるよう車
両、資機材の整備、維持管理に努める。

資機材全般の管理、車両台帳、ホース
台帳等の整理事務

重要 毎日
週1回
随時

2,274 2,270 2,270 2,270 2,270

H27：小型動力ポンプ 整備 1,296
消防職員待機宿舎改修
事業

南宗谷消防
組合中頓別
支署

老朽化してきた消防職員待機宿舎の改修をし、職員
の住環境の向上を図る。

H25：浴室改修工事
H26：屋根修繕工事
H27：屋根修繕工事

改修
修繕

修繕

2,500 1,850 1,846

活動指標 概算事業費(見込）政策
目標

政策
の柱 施策目標 事務事業名 担当部署 目的・概要
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実施内容 最重要等 Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

活動指標 概算事業費(見込）政策
目標

政策
の柱 施策目標 事務事業名 担当部署 目的・概要

第4章 子育て支援、教育の充実

第1節 健やかでこころ豊かな子どもを育てる環境づくり

第1項 子育て支援と
幼児教育の
充実

いきいきふるさと推進事
業

まちづくり推
進課

本町の住民や転入者に対して、あたたかい歓迎の気
持ちを込めて必要な情報の提供及び転入手続きにお
ける利用しやすい窓口の環境整備を図るとともに、子
育てに対してお祝いの気持ちを込めて祝品の贈呈や
支援をしていくことにより、中頓別町における住民の
定住化とほんとうの豊かさを分かち合うあたたかいま
ちづくりを推進する。
・出生祝い金 3万円（1人）
・子ども用紙オムツ 360枚、ゴミ袋 6包（1人）
・絵本プレゼント（1歳児、1.6歳児、3歳児）
・生活情報誌配布
・結婚祝金　夫婦１組30万円

出生祝い金　年10件(見込)
紙オムツ、ゴミ袋　年１０件（見込）
絵本プレゼント　年40人(見込)
生活情報誌　年40件(見込)
結婚祝金

継続

実施

400 549 549 3,549 3,549

第2項 学校教育の
充実

小学校施設維持管理事
業

教育委員会
教育グループ

 児童が快適で安全に学校生活を送り、学習できる教
育環境を維持するための事業である。
　学校施設等の安全管理に努めるため専門業者によ
る業務委託管理を実施する。

運営に必要な消耗品・備品等の経費
電気設備、消防設備等の点検管理等
業務の委託

継続 11,751 11,659 11,751 11,638 11,772

【臨時事業】

・職員玄関横タイル補修 実施 450
・家庭科室給湯設備設置 実施 1,200
・すべり台修繕 実施 200
・体育館屋根塗装 実施 0 0 1,780
・小型電気温水器 実施 284
・高圧引込ケーブル及び開閉器交換
工事

実施 2,861

中学校施設維持管理事
業

教育委員会
教育グループ

 生徒が快適で安全に学校生活を送り、学習できる教
育環境を維持するための事業である。
　学校施設等の安全管理に努めるため専門業者によ
る業務委託管理を実施する。

運営に必要な消耗品・備品等の経費
電気設備、消防設備等の点検管理等
業務の委託

継続 9,174 9,174 9,174 9,174 9,174

校舎耐震化事業
  耐震化の方策決定

重要 決定
○

中学校校舎耐力度調査委託 実施 3,600
除雪機 実施 800

学校給食事業 教育委員会
教育グループ

 給食は、児童・生徒に望ましい食事に関する経験を
かさねさせ、心身の健全な発達に寄与することを目
的

継続 10,769 10,769 10,769 10,769 10,769

に、児童・生徒に給食を一日一回提供を行う。 【臨時事業】重油タンク被膜塗装 実施 1,400
　　　　　　　食器洗浄器 実施 7,000
　　　　　　　ガス自動炊飯器 実施 920
　　　　　　　冷蔵庫 実施 500
　　　　　　　ＦＦストーブ 実施 123

第2節 生きがいとまちづくりを支える社会教育の推進

第1項 社会教育の
充実

多目的集会施設維持管
理運営事業

教育委員会
教育グループ

小頓別地区の住民活動の場として施設の維持管理
を町内会に委託している。

・多目的集会施設維持管理委託業務 継続 745 745 745 745 745

【臨時事業】
　多目的集会施設屋根塗装工事 実施

703

創作活動施設維持管理
運営事業

教育委員会
教育グループ

中頓別町らしい個性豊かな芸術文化の発展のため、
地域や職場、団体サークルの創作活動の拠点として
積極的な活用を図る。

・創作活動施設運営管理 継続 461 461 461 461 461

【臨時事業】
　ＦＦストーブ 実施

326

第5章 町民主役の町政運営

第1節 情報の共有化と町民参加によるまちづくりの推進

第2項 地域振興・活
性化の推進

企画総務事業 まちづくり推
進課

個別事務事業の効率的執行の他に、所管事務を総
括的に管理推進するため、臨時職員の確保による補
完的な事務処理を指示し、効率的な事務処理を進め
る。

臨時職員
企画事務打合せ
地域活性化業務担当員の配置

継続

実施

2,394 2,394 2,394 4,345 4,345

第3項 町民活動の
活性化

自治会連合会冬季コ
ミュニティ活動備品整備
事業

まちづくり推
進課

冬期間の運動不足を解消するため、冬季コミュニティ
活動備品の整備を行い、自治会活動のさらなる強化
と自治会同士の相互交流や連携を深める。

歩くスキー　20組 実施 1,306
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実施内容 最重要等 Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

活動指標 概算事業費(見込）政策
目標

政策
の柱 施策目標 事務事業名 担当部署 目的・概要

第2節 創造的な自治体改革の推進

第1項 行政改革の
推進と行政経
営の確立

社会保障・税番号制度ｼ
ｽﾃﾑ整備事業

総務課 住民
グループ

　番号制度は複数の機関に存在する特定の個人の
情報を同一人の情報であるということの認識を行うた
めの基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明
性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な
社会を実現するための基盤。

　平成２８年１月マイナンバーの利用開
始に向け、システム整備・個人番号の
付番通知・住民周知・交付し、随時利
用を開始する。
　全国２か所に中間サーバーを設置
し、毎年度負担金を伴う。

継続 7,313 10,622 145

第2項 効率的・計画
的な財政運
営

地方債事務事業 総務課　総務
グループ

 公債費負担の適正管理。普通建設事業に係る財源
調達として起債（借金）を充当するための借入、償還
事務

起債管理システム保守料
H27 システム更新

継続
更新

36 36 36 1,610 36

町有財産管理事業(固
定資産台帳の整備)

産業建設課
建設グループ

公共施設の中長期的な管理計画に役立て、今後の
財政運営に生かすため整備する。

台帳整備業務委託 要 2,500

町有建物除却事業 産業建設課
建設グループ

　老朽化した町有建物を解体することにより、景観や
防災・防犯性、住環境の向上を図る。

H24 旧消防庁舎解体
H25 職員住宅解体
旧藤井小学校解体
旧小頓別小中学校物置解体

要 実施
実施

4,725 700 0 2,000 4,000


